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Flower of the Heart Harmony Card® フラワー・オブ・ザ・ハー

ト・ハーモニーカードは、「EMF エミッター（電磁波発生源：

3G、4G、5G アンテナ、Wi-Fi、携帯電話、スマートメーター

等）」によるネガティブな影響を緩和するための、実際的なツー

ルです。フラワー・オブ・ザ・ハート・ハーモニーカードの有効

範囲は約 3m に及びます。このカードは常に身に着けておくこと

ができます。効果範囲内であれば基本的にどこにあっても大丈夫

です。フラワー・オブ・ザ・ハート・ハーモニーカードには、両

側に「パワー・ブースト・ストリップ」と呼ばれるものがついて

います。この細長い部分の両方に指で触れることで、ハーモニー

カードのパワーが増幅されることが、実験によってわかっていま

す。それはまた、フラワー・オブ・ザ・ハート・ハーモニーカー

ドを、局所的な身体症状に対して用いることもできる、というこ

とです。 

 

各面とシンボルについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

矢印のある方の面は右回りのエネルギーを持っており、刺激し活性

化させる効果があります。ループの描かれている方の面は左回りの

エネルギーを持っており、穏やかに沈静化させる効果があります。 

 

 

ペットや植物に 

犬 

犬は穏やかさの方へ惹きつけられ

る傾向があるため、「女性性-陰」

の側を用いると良いでしょう。カ

ードを犬のベッドの下に置く、ま

たは、犬のベッドの方へ向けて近

くに置きましょう。犬は何千年に

もわたって、地上的な領域を守護

するために育てられてきました。

そのため、グラウンディングされ

た状態で最も落ち着くのです。 

 

猫 

猫は、犬と真逆で、刺激や活性化

してくれるエネルギーを好みま

す。そのため、「矢印の面」を向

ける方が良いでしょう。猫は、古

代エジプトの頃から「霊的な領

域」の守護者として知られてきま

した。そのため、より高い周波数

を好むのです。 

 

植物 

フラワー・オブ・ザ・ハート・ハ

ーモニーカードを、濡れない状態

で、鉢の隣に置いてみましょう。

植物の様子をよく観察して、起こ

る変化を見ていきましょう。 

あたたかい 

火 

男性性 

光 

積極的 

生命 

動き 

冷たい 

水 

女性性 
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消極的 

静止 
 

陽 

陰 

使い方 
 

フラワー・オブ・ザ・ハート・ハーモニーカードの使い方 
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応用法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

数々の実験を通して、カード側面の金属部分（ストリップ）に触れ

ることで、カードの力が飛躍的に高められることが証明されていま

す。これは、身体そのものからミリボルト単位の電圧が発され、そ

れがストリップを通して、共振回路を補助するからです。たとえば

局所的な電磁波の影響を何とかしたい時、このカードをそのように

用いることで、直接的に相殺することができます。カードの陰／陽

の面どちらを使うかは、その状況で必要とされているのが沈静化な

のか活性化なのかによって選ぶと良いでしょう。  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

安全な使用のために 

フラワー・オブ・ザ・ハート・ハーモ

ニーカードは、長年にわたり、さまざ

まな対象でテストされてきました。私

たちの知る限り、良くない結果が起き

たことはありません。ただ、もしあな

たにとって違和感が起こった場合は、

カードを少しずつ使うことで、慣れて

いくことをお勧めします。カードの使

い方をいろいろ試しながら、自分にと

って良いと感じる方法に従って下さ

い。 

 • カードを長時間、直射日光にさ

らさないこと。水に漬けることや

氷点下にさらすことも避けて下さ

い。 

 • 必要な場合は、湿った布でカー

ドを拭きましょう。 

 • フラワー・オブ・ザ・ハート・

ハーモニーカードを分解しないよ

うに。分解すると、ハーモニーカ

ード内の繊細なつながりが壊れ、

修復できなくなってしまいます。 

  

パワー・ブースト 

親指と人差し指を使い、カード側面に

ある「パワー・ブースト・ストリッ

プ」に触れましょう（画像参照）。 

何か問題を感じている場所に 15～20

センチの距離からカードを向けます。

問題の性質にもよりますが、カードに

よって症状が和らぐでしょう。 

描かれたシンボルには、特定の幾何学的・

生物学的特性が備わっています
 

時計回り 

反時計回り 穏やかに 
沈静化させる 

活性化させる 

活性化 鎮静化 

こちら側を身体に向ける こちら側を身体に向ける 

パワー・ブースト・ストリップ 
両側の金属部分に触れることで、カ

ードの作用を高めることができる 
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効果を最大限受け取るために、身につけて過

ごしましょう 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

例：空間全体へのプロテクション 

40 平米程度の空間内でのカードの配置例。この場合は、フラワ

ー・オブ・ザ・ハート・ハーモニーカードが 6 枚必要です（半

径 3m、±50cm の重複部分）。カードが見えない方が良けれ

ば、両面テープを使って、テーブルや椅子、戸棚、機器等の下

や後ろに貼り付けておいても良いでしょう。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

空間全体へのプロテクシ

ョン 

その他の使用例 

 飲み水を調える（コップの下や

浄水フィルターの横にフラワ

ー・オブ・ザ・ハート・ハーモ

ニーカードを置く） 

 果物や野菜のそばにフラワー・

オブ・ザ・ハート・ハーモニー

カードを置く 

 植物を助けるために、そばにフ

ラワー・オブ・ザ・ハート・ハ

ーモニーカードを置く 

フラワー・オブ・ザ・ハート・ハー

モニーカードの使い方は無限です。

それは、このカードが主に、水の分

子構造に影響を与えるからです。 

フラワー・オブ・ザ・ハート・ハー

モニーカードは、空間環境に対して

用いることもできます。これは、オ

フィスや仕事場など、複数の人が緒

時間同じ部屋にいるような場合に良

い方法です。  

十分な「カバー率」を達成するため

には、もちろん、複数のフラワー・

オブ・ザ・ハート・ハーモニーカー

ドが必要です。 

カードを配置する際には、それぞれ

の有効な範囲を考慮しつつ、カード

とカードのカバー範囲間に、50 ㎝

くらいずつ重複部分を持たせると良

いでしょう。 

空間全体に電磁波に対するプロテク

ションを施すことで、部屋の生活環

境が向上します。 

 

フラワー・オブ・ザ・ハート・ハーモニーカードを日々

持ち歩きましょう。スボンのポケット、胸ポケット、バッ

グ、リュックなどに入れて持ち歩くか、仕事中にデスクの

上に置くなどするのがお勧めです。夜は、ベッド脇のテー

ブルなどにカードを寝かせる、もしくは立てて置きましょ

う。立てる場合は、倒れてしまわないように何かで支えて

下さい。 

こちら側を身体に向ける 

鎮静化 

こちら側を身体に向ける 

活性化 
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局所的なプロテクション             
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フラワー・オブ・ザ・ハート・ハーモニーカードは、フラワー・オブ・ザ・ハート CBD

オイル（オーガニック）と共に使うことで、素晴らしい相乗効果を発揮します！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

もっと知りたい方は、ウェブサイトへどうぞ： https://floweroftheheart.com  

 

局所的なプロテクションの例 

もう一つの方法として、電磁波に対

する局所的なプロテクションとして

用いることもできます。これは、固

定的な職場環境に適しています。 

各仕事スペース、デスク等につき 1

枚、フラワー・オブ・ザ・ハート・

ハーモニーカードを使うことで、半

径 3m にわたり、局所的なプロテク

ションを施すことができます。 

電磁波に対する局所的プロテクショ

ンは、もちろん、家庭内でも有効で

す。寝室（通常、1 日の 3 分の 1 の

時間を過ごす場所）に用いるのもお

勧めです。 

メリット（空間全体へのプロテクションと比較して）：通常、

フラワー・オブ・ザ・ハート・ハーモニーカードの枚数が、よ

り少なく済む 

デメリット（空間全体へのプロテクションと比較して）： 人が

働く空間全体はカバーできない 
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フラワー・オブ・ザ・ハート・ハーモニーカード

の主な効能 

 
右に見えるのは、強

い電磁波によるネガテ

ィブで破壊的な作用で

す。水の構造が壊れ、

身体に対してさまざま

なネガティブな生物学

的作用が生じてしまい

ます。フラワー・オ

ブ・ザ・ハート・ハー

モニーカードはこれに対

して共鳴器として働き、

コヒーレントで調和的な

共鳴周波数をパワフルに

返すことで、水に健やか

な六角形構造を取り戻し

ます。 

唾液中の結晶形成の様

子を比べてみると、ただ

電磁波にさらされた場合

は写真左のようになり、

フラワー・オブ・ザ・ハート・ハーモニーカードがある状態で同じ

電磁波にさらされた場合は、写真右のようになりました。ここでわ

かるのは、ただ電磁波にさらされた状態では乱され不調和な結晶に

なってしまうところが、ハーモニーカードがあれば、調和的できれ

いな構造の結晶が作られるということです。  
 

発芽実験  

クレスの種の発芽に電磁波が与える影響を、実験を通して調べま

した。電磁波の発生源として使われたのは DECT（デジタルコード

レス）電話。同様の条件下で、DECT 電話のそばで発芽した種の数

と、DECT 電話に加えてフラワー・オブ・ザ・ハート・ハーモニー

カードもそばに置いた場合に発芽した種の数の違いを調べました。 

フラワー・オブ・ザ・ハー

ト・ハーモニーカード 
Flower of the Heart Harmony 

Card® 

このカードは、私たちの研究セ

ンターがこれからみなさんにお届

けしていく一連の商品の最初のひ

とつとして、オランダにて、医学

博士・細胞医学研究の専門家・生

物学者らによって開発されたもの

で、こんにちの重大な問題への解

決となるものです。 

新たなテクノロジー、新たなコ

ミュニケーション手段の導入に伴

い、私たちは新たな健康への懸念

に直面しています。コンピュータ

ーや携帯電話の使用が増えている

だけでなく、そこに新たな５G 技

術やスマートメーター、高周波数

帯 Wi-Fi の存在が加わってきてい

るのです。 

現在、私たちは常に、 30 ～

300GHz にも及ぶ高周波電磁界

と、少なくとも 30 ワットの電力に

さらされています。まさに、電子

レンジの中で生活しているような

ものなのです。 

 

アンテナのように 

このカードの効果には様々なも

のがあります。 このカードは受信

機として機能し、不自然な電磁波

を吸収して、人体にとって自然で

力を与えてくれるようなエネルギ

ーへと変換します。 

アンテナはビスマスを含めた特

別な金属の組み合わせでできてお

り、高周波への適応を促すと同時

に、アーシングも助けてくれま

す。  

背景 
フラワー・オブ・ザ・ハート・ハーモニーカードのさまざまな活用法 
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6 日目には、発芽状況の違いがはっきりと表れました。ハーモニ

ーカード無しの場合、芽が出たのは２つでしたが、ハーモニーカー

ド有りの場合、芽は 9 つ出たのです。これは有意な差です。ハーモ

ニーカード有りの場合、ただ発芽した数が多かっただけでなく、そ

の芽はより緑が濃く、健やかな姿をしていました。つまり、環境条

件は同じであるにもかかわらず、電磁波によって良くない状況に変

化し、さらにフラワー・オブ・ザ・ハート・ハーモニーカードによ

って、その悪影響が中和されたということがわかります。 

    

 

研究の現在 

現在、私たちは様々な研究機関や大学と共同で、フラワー・オ

ブ・ザ・ハート・ハーモニーカｊードに用いられている技術（細胞

生物学や DNA を含む）の作用について、さらなる研究を進めてい

ます。※新型コロナウィルスのため、研究所が一時的に閉鎖されて

おり、現在、研究は休止状態にあります。 

カナダ・アルバータ州、レスブリッジ大学 

オランダ農業自然食品安全省 

メキシコ・微生物学研究所 

 

一般的に、量子物理学的な作用はみな、間接的

にしか検知できないもの。とはいえ…… 

水は特有の結晶構造を有しています。この構造は、繊細な量子力学

作用によって形作られています。この量物理学的な作用は通常、直

接測定することは不可能ですが、間接的な結果は明らかです。不調

作用のしかた 

このカードは、電磁場の不調和を

もたらす周波数を、私たちの身体を

強化するような、周波数のない自然

な生体場エネルギーへと置き換えま

す。そのプロセスは、ちょうど電気

を AC（交流）から DC（直流）へ

と変換するようなもの、もしくは、

もっと科学的に言うなら、電磁エネ

ルギーをスカラー場エネルギーに変

換するようなものです。 

下の画像には、携帯電話が塩水の

結晶化にもたらす影響が映されてい

ます。下の画像に映っているのは、

このカードがもたらす調和的な効果

です。 
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和的な電磁波を浴びせることで、水の保護的な構造がダメージを受け

てしまうことが証明されています。 

 

水の結晶構造の破壊こそが、さまざまな研究者によって報告されて

いる電磁波によるネガティブな作用の、そもそもの原因なのではない

かと、私たちは考えています。私たちの肉体の大部分は水でできてい

るため、（電磁波による）水の結晶構造の分断が、そのまま細胞の働

きや生化学的プロセスの不調につながりうるのです。 

 

原子やそれを構成する量子粒子らは、常に共鳴状態にあります。そ

のレベルの自然で調和的な水分子の共鳴状態に対して、電磁波の放射

はネガティブな影響を与え、水の保護的な結晶構造を破壊してしまう

のです。フラワー・オブ・ザ・ハート・ハーモニーカードは、水の結

晶構造の自然な共鳴状態を回復させるために作られました。このカー

ドが持つ力と作用範囲は、このフラワー・オブ・ザ・ハート・ハーモ

ニーカードの概念のベースとなっている、量子物理学的側面によって

も支えられています。 
  
  

 
 
 

 

 

 

Lechner Antenna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

レカーアンテナ Lecher Antenna

（H3）の熟練者やペンデュラ

ムの使い手は、フラワー・オ

ブ・ザ・ハート・ハーモニーカ

ードのエネルギーと、カード

「上面」右回り、「下面」左回

りの渦を、直接検知することが

できることがわかっています。 

時計回り 

反時計回り 穏やかに 
沈静化させる 

活性化させる 

時計回り 

反時計回り 

https://floweroftheheart.com/

